安岡はどこから、いつ山北に来たか
寺石正路著「土佐名家系譜」に次の記載があります。

平成三十年四月

香美郡山北山南兩村、安岡氏多し天正地検帳に多く見えず慶長以後の遷移なるべし、但地検帳記
載の分は左の如し。
無

（夜須）安岡源左衛門、安岡善兵衛、安岡藤衛門。
（岸本、王子、山北、山南）
高知県香南市香我美町の電話帳を見ると、安岡の姓は山北に集中しています。
香我美町山北の四坊に居住の安岡はどこから、いつ山北に来たのか、家系を示す資料などから追
ってみます。

先祖書・家系圖
安岡家 には先祖 を書いたも のに先祖 書と家系 圖の二文書 がありま す。この二 種類の資 料の生い 立
ちが違っています。
先祖書 は天保時 代の当主源 右衛門正 方が作り 山北の家に 伝えられ ました。書 き出しは 夜須に住 ん
でいた源右彳 衛( 門)行正となっています。
一方、 家系圖の 作者は源右 衛門正方 の弟文助 で書き出し は桓武天 皇で明治三 年頃まで 書き足さ れ
ていま す。この 家系圖の存 在は文助 系列以外 の安岡一族 には知ら れていませ んでした 。文助は 何故
か作り 始めた時 から秘匿し ていたよ うです。 一方、文助 は兄が先 祖書を作っ ていたこ とは知っ てお
り、「 天保九戌 年之先祖書 」と家系 圖に記載 しています 。家系圖 は文助の末 裔に明治 ・大正・ 昭和
と守ら れ昭和の 終わり頃、 山北の家 に貸し出 されました 。安岡章 太郎の「流 離譚」に 安岡家系 図と
して掲載されているのはこちらの方から部分転記されています。
先祖書で源右彳 衛( 門)行正となっている人物は、家系圖では源左衛門行正 別(紙参照 と)違っていま
す。単 なる書き 間違いでは ないよう です。 先祖書 が作られ る前の文政 九年に本 家の平八 正秀が父平
四郎の 跡を継ぐ ので藩への 先祖書指 出には夜 須の源 右衛門行正が祖で その実子 喜三郎が山 北に入り
息子武 左衛門が いたと、先 祖書と同 じ名で書 かれていま す。天保 に先祖書を 作る前に 、夜須に 祖が
いて、その名は源右衛門行正であることが四坊の安岡一族では共有されていたのです。

夜須の安岡と家系圖
山北の安岡の祖は夜須いたのでしょうか。
夜須町 史にも、 前述の 「土佐 名家系譜 」ともに安 岡源左衛 門が存在 していたと 書かれて います。
家系圖に源左衛門は夜須川から一品経に移ったとあります。
文助は 遠い従弟 となる利弥 太と天保 九年に夜 須へ家系圖 のことで 調査に行き 、地検帳 に安岡源 左
衛門の名を見付けています。そのためか家系圖には前述の通り先祖書の源右彳 衛( 門)でなく源左衛門
と記載 されてい ます。 夜須に 文助と一 緒に現地調 査に行っ た利弥太 が天保九年 に藩に指 出した先祖
書には 、現地で 見た地検帳 の源左衛 門でなく 安岡源 右衛門と なってい ます。前の 一族提出 例に倣っ
たのか。
文助は 夜須の調 査を「・・ 源左衛門 墓地為詮 議安岡利彌 太安岡文 助両人夜須 村江立 □一品経 と云
地詮義 シ処不相 分多分寶永 四亥年之 津波ニ流 出乎ト地下 役共申ム ・・」そし て八幡宮 舞殿の「 古寄
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進札有 之右札ニ 天正九年 米壱斘
門之第二」と書いています

升 安
(*
) 岡源 左衛門米 壱斘安岡 善兵衛ト 有是ノ善 兵衛行直 ハ源左衛

札で善 兵衛の名 を見付けた ことが家 系圖に書 かれていま すが 別
( 紙参 照 文
) 章が 切れてい ます。第
二は善 兵衛が二 男のことと 思ったの ですが、 その名は系 圖書に書 かれていま せん。喜 三郎は三 郎で
すので 三男と想 定しました が、家系 圖には喜 三郎を「右 源左衛門 實子」書き 結線は惣 領のよう に描
かれて います。 夜須に一緒 に調査に 行った利 弥太の家に 伝わって いる系図の 活字化資 料では善 兵衛
兵行直は源左衛門の弟と書かれ喜三郎は家系圖と同じく源左衛門の惣領となっています。

墓では系図は分からない
家系圖 には生・ 没年が赤字 などで書 き込まれ ています。 前述しま したが、文 助は家系 の調査で 弥
太郎と 夜須に調 査に行きま す。調査 の目的は 墓の調査だ ったよう です。墓に 彫られた 名前、没 年な
どを調 査しよう と思ったよ うですが 、目的の 墓石はなく 地元の人 に津波で流 されたの ではない かと
言われたとあります。
濱田眞 尚氏 香
( 南市 文化財保護 審議委員 の
) 調査 によると「 現在の墓 制（初期型 墓標）の出 現期が
概ね江 戸時代初 期の寛永期 をターニ ングポイ ントとして おり、五 輪塔を主と するいわ ゆる供養 塔か
ら劇的に変化する」とのことです。
つまり 、現在の ような名前 など彫っ た墓は寛 永以前には なかった ということ です。文 助が調査 し
たかっ たのは、 寛永以前の 人の墓で すから、 現在のよう な墓標を 探してもな かったの でしょう 。寛
永以前 の人の没 年などの情 報を墓か ら得るこ とはできま せん。墓 石だけから は家の系 図を作る こと
はでき ないので す。家系圖 に古い人 の生・没 年の記載が あり ます。 文助は別 の情報を持 っていた よ
うですが、そのような資料は残されていません。

敷地内の供養塔
墓石の 代わりだ った供養塔 として五 輪塔があ ります。高 知にはこ れ以外に特 有の石で ある線刻 地
蔵があ ります。 線刻地蔵は 地域の寺 に数多く 置かれてい ます。山 北には墓地 が数多く あります が、
古い慰 霊塔は見掛 けません 。米蔵の脇 北西角の石 垣の上に線 刻地蔵・ 線刻観音の 二体 次
( 頁上 写真
がありました。これに関連した濱田眞尚氏の調査結果を次に転記します。
＊＊＊＊＊転記始まり＊＊＊＊＊
香南市香我美町山北四坊
重要文化財安岡家住宅敷地西北裏中世石仏（通称清水様）について
１．はじめに
重要文 化財安岡家 住宅の古 地図中、敷 地西北隅に 「古墓」と 記載され た場所 次
( 頁下 側 が
) ある 。現
在、２ 基と類推 される自然 石集積が 見られ、 その中に各 々石仏１ 基が存在す る。この 場所はご 当主
の談によると「清水様」と呼ばれていたとのことである。
この遺 構の年代 について、 これらの 遺構が設 けられて以 来、当初 からの大幅 な改変等 がないこ と
を前提 として考 えると、現 時点にお いて石仏 の形式から 考えられ る年代は中 世～近世 初頭（お おむ
ね江戸時代寛永期以前）とするのが自然である。
２．県下の事例の概略
高知県 下におい て、現在の 墓制（初 期型墓標 ）の出現期 が概ね江 戸時代初期 の寛永期 をターニ ング
ポイントとしており、五輪塔を主とするいわゆる供養塔から劇的に変化する。

)
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この中 世五輪塔 と時期を一 にして、 高知県内 各地で地域 性の強い 石仏（中世 石仏）が 制作され る。
この地 域性は、 概ねである が高知県 内で、東 部タイプ（ 中芸以東 ）、香美郡 タイプ（ 安芸市～ 高知
市東部 ）、中央 部タイプ（ 高知市を 中心とす る東西地域 ）、高幡 タイプ（中 土佐～窪 川周辺） 、西
部タイ プ（佐賀 以西）に標 準分類さ れ、各々 地域で変異 タイプが 存在するこ とが近年 明らかに なる
ととも に、関西 方面からの 搬入品石 仏も少数 存在する。 本事例は 、香美郡タ イプに分 類され、 ２基
とも各 典型的図 樣を示す資 料である 。石仏の ため図樣が デフォル メされてお り、仏尊 名を特定 しな
い向き もあるが 、北側の事 例は剃髪 像であり 「地蔵菩薩 」と考え てよかろう 。南側の 事例は頭 部に
突起が あり、宝 髻と考える と「観音 菩薩」と も考えられ るが、両 手を合掌す ることか ら単に石 仏と
して呼称することが一般的に行われている。
こうし た中世期 における石 造物の用 途につい ては、一般 的には「 供養塔」と 総称され るが、そ の造
立タイミング等は未解明である。
３．本事例のまとめ
冒頭に 指摘した 、自然石に よる集積 石造物（ いわゆる石 グロ）に 石仏や五輪 塔が付随 する事例 が、
造立当初の姿を示している可能性が高く、墓標の前身形式である可能性もある。
没後間 もなく埋 葬を行った 際、まず は石グロ を埋葬場所 の上部遺 構として設 け、何ら かのタイ ミン
グで供 養塔を事 後（周年祭 など）に 追加造立 したとも考 えられる 。つまり、 中世石造 物の造立 の趣
旨につ いて、従 前「逆修供 養塔」が 主流であ るとされて きたが、 様々なケー スが想定 されうる べき
との一石を投じるものである。
４．その他
安岡家 は江戸時 代中期から 当地で繁 栄したが 、その来住 以前から この供養塔 が存在し ていて、 敷地
造成の際に認知され、古墓として大切にしてきたものであると考えられる。
＊＊＊＊＊転記ここまで＊＊＊＊＊
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米蔵が 宅地の北 西の角ぎり ぎりまで あり、今 回の米蔵の 試掘で北 西の角の内 側に斜め に横切る 石
垣が出てきました。そこに湧水が溜り洗い場に適した場所であり、石仏から流れ出しているようで、
濱田さ んの清水 様と呼んだ のはその こともあ りました。 洗い場の 前の石積み の下から 胴木が出 て来
ました。昔から湧水が涸れなかったので木が腐らなかったようです。
この石 仏の置か れた場所 は北と西 側に溝に 囲まれ数 メートル の石垣の 上です。 行き来が 面倒で、
手入が 悪くハミ が出そうな 場所で獣 道が縦横 にあります 。絵図で その位置に 「古墓有 」と墓石 らし
き絵が 描かれて います。こ の絵図は 高祖父の 又彦の指図 により作 られたと推 測してい ます。高 祖父
は養子 ですから 藩政時代の 詳細は不 明ですの で、妻から 話を聞い て書込んだ のと思い ます。高 祖母
はこの 石仏位置 にがある人 が埋葬さ れている ことを聞い ており、 それで古墓 と呼び書 き残した ので
はないでしょうか。

焼失した資料
先祖書、家系圖にも喜三郎の息子武左衛門方からの火災で文書が焼失したとの記載があります。
焼失し たことの 記載、家系 圖と先祖 書で少し 書き方が異 なります 。家系圖は 赤字で源 左衛門の 頁の
欄外 別
( 紙参 照 に
) 書き 足していま す。「寛 文年先中火 災ニ而舊記 不残焼失之 由享保年 中先祖書之 有
リ又天 保九戌年 之先祖柿ニ も右断之 処天保十 一庚子年古 皮籠反故 紙之中ゟ焼 残之系圖 書併ニ舊 日記
見出し 加シ他住 同姓家系且 古老之申 伝ヲ以改 書以子孫ニ 傳 翁 安岡文 助正理 花
( 押 ) 天保十 一庚
子三月 吉日記」 、先祖書は 「但右武 左彳門方 寛文年中火 災仕舊記 不残後焼失 其故クワ シク年号 且源
右衛門ゟ武左衛門迠之室生出相分不□源右彳門ゟ以前少モ相分不□候」とあります。
この二 つの焼失 した資料の 扱いを読 むと、家 系圖では文 助が色々 資料を見付 けたよう に読めま す
が、先 祖書の作 者源右衛門 正方は天 保九年に 手持ちの資 料での作 成を終わり 、その二 年後に文 助が
その資 料を見付 け書き足し 直したよ うにも考 られます。 家系圖で 寛永年の火 災で焼失 を消して 、赤
字などで書き足しています。焼け残り、古紙 反
(故紙 を)詳細に調べたのかも知れません。
家系圖に喜三郎の生年・没年「永禄十二己巳年生正保元甲申年卒」、妻も「正保元申卒」と記載 頁
(
四参照 さ
)れています。何か新たことが見付かり書き足したようで、喜三郎の墓の場所及び息子「武
左衛門 の墓碑・ ・」も書き 消されて います。 「山北江 移住」 の後に消 された墓地 場所の記 載があ
り、脇 に妻の没 年が記載さ れていま す。何か 新たなこと が分かり 書き足した ように見 えます。 そし
て、「 寛永年中 の火災・・ 」も消さ れていま す。何かが 燃えずに 残ったか、 新たな書 き物など が見
付け、どこかを書き足したよう読めます。新たに見付った資料は今はありません。

山北への移住
安岡源右彳門

香美郡夜須村ニ住居

先祖書に山北に来た頃のことが次のように記載されています。
第一

右源右衛門安喜備後守滅亡後以後元親公江奉仕
知行三拾石拝領仕以其後
喜三郎

同郡山北村江住仕百姓業仕

大通院様御入國以後浪人ニ而罷在候
第二

文助の 書いた家系 圖には源 左衛門は夜 須川の落城 で一品経 場
( 所不 明 に
) 移住 、その後夜 須村の地
三拾石 を拝領、 長宗我部滅 亡後浪人 と先祖書 と同じこと が書かれ ています。 喜三郎の 項に「右 源左
衛門實子寛永年中香我美郡山北村江移住」とあります。
4

山北へ 移住した のは先祖書 、家系圖 いずれも 喜三郎とな っていま す。移住は 家系圖に 寛永年中 と
ありますが、生まれが永禄十二年とあるので五十五歳以降に移り住んだことなり少し遅いようです。
喜三郎 妻につい て「同姓行 直女」と あります 。行直が前 述の札に あった「善 兵衛行直 」とすれ ば、
叔父の 娘を妻と しています 。前述の 通り喜三 郎は惣領で すので夜 須の家を出 る必要は ないよう に思
います 。何故、 山北に移り 住んだの でしょう か。いずれ の資料に も、惣領で ある喜三 郎が山北 に移
った理由が書かれていません。

吉良川の安岡
家系圖 には夜須 に来る前は 安岡は吉 良川にい たと記載さ れていま す。山北在 住の同姓 の方の家 系
図を見せて頂きました。そこにも吉良川にいたような記載があります。
吉良川 に安岡祖 が来てから 八百年と して昭和 五十七年に 発行され た「開基八 百年記念 誌」に掲載
安岡和

蔵持」 に書かれ た和食の安 岡の家譜 を参考に すると、両 家は共に 吉良川の安 岡からの 出て

されている奈半利安岡家の系図、芸西村文化財調査委員長 門脇謙久編集の「安岡家古文書
蔵重房
いるこ とが判明し ました。 安喜軍 國
(虎 と
) 長宗 我部の戦の ころ吉良 川にいた安 岡は安着側 に組しま
した。 文禄十二 年に長宗我 部に敗れ 誅殺は免 れ土地を拝 領して移 り住み、そ の三十年 後の慶長 五年
の豊臣 と徳川と の戦いで豊 臣側の長 宗我部が 追い出され 山内が入 国し、長宗 我部の一 領具足狩 りで
生活がまたも変えられていました。
我家の 安岡家系圖 をその観 点を持って 読み直す 別
( 紙参 照 と
) 、夜 須川の落城 とあるの は永禄十二
年の安 喜軍と長 宗我部軍の 戦いの敗 戦結果で はないか、 喜三郎の 山北への移 住も同じ ように一 領具
足狩の 追跡を逃 れるためと 考えられ ます。喜 三郎の父源 左衛門は 文禄五庚子 年卒とあ りますが 、元
号の文禄五年と六十干支の庚子が合いません。連続性のある庚子を信用すると慶長五年となります。
源左衛 門は長宗 我部の士と して山内 に征誅。 卒年が慶長 五年と伝 えられ、脇 に十一月 廿一日卒 とあ
りこれ は一豊が 土佐国主に 封ぜられ た十一月 とも合いま す。この 安岡源左衛 門卒年月 日の記載 後に
何か新 たな情報 が入って書 き足した ようです 。本文には 別資料か らの引用と して「安 岡源左衛 門香
我美郡 の内夜須 村ニ而知行 三拾石拝 領仕居以 由長宗我部 滅亡後浪 人仕罷在候 由」と山 内入国後 も生
存していたような書き込みがあり矛盾しますので、卒年月日は後からの書き足しでしょう。
我家の 山北の祖 喜三郎は家 の存続の ため惣領 であったが 、慶長五 年に山北に 移ったの でしょう 。
現在、 山北は地 形的に開け てるよう に見えま すが、北、 東に山、 西は物部川 、南に香 宗川に囲 まれ
た隠れ郷で、後の規重の蟄居の地でもあり隔絶された場所と考えられていたと思います。
その後 、山北に 住み郷士届 の先祖書 を藩へ指 出す際、夜 須に居た 祖を源 左衛門で なく源右 衛門と
しその 略歴に「一 安喜備 後守滅亡後 元親公江 奉仕・・一 大通様 入國以後浪 人ニ而罷 在候」とあ り
ます。 略歴には 当然、山内 と戦闘し たことの 記載はなく 、名を変 えてたのは 戦かった ことを隠 すた
めではないかと推論しました。

喜三郎の山北での生活
四坊池ノ上江別住・・」とあり、別住の日付まで書かれているのは何に基づくのか気

現在の 安岡家住 宅の位置に 移り住ん だのは覺 兵衛正元と されてい ます。系圖 書では「 明和八 年辛
卯五月 四日

になり ます。一 方、先祖書 では「右 覺兵衛 父平八 ニ付添山北村 ノ内四坊 江別宅改實 兄平八ノ 養育ニ
而相 □以且覺 兵衛後男 子早世・・ 」とあり 年月日は なく「父平 八ニ付添 」が何を意 味するの か。覺
兵衛正 元は明和 八年以前に も一人住 まいをし たとの記録 もありま す。移り住 んだ場所 が現在の 安岡
5

住宅と同じ広さ八百坪であり住居の税も高かったでしょう。
その 土地は南 側に昭 和中期ま で生き 延びた松 があり ました
ので、敷地の前 南
( 側
)の土地の高さは現在と変化は少なく、
敷地の北から西側は高く、中央部は窪地で埋め立てたと試掘
結果から聞いています。解体時に北側から主屋付近に水が流
れ込み湿地帯のようでした。家の北、西側は少し高くそちら
地の方が良いかと思いますが、湿地で立地条件が悪いが湧き
水の便を優先して、ここへ住んだのは喜三郎と考えます。喜
三郎は夜須から移り夫婦一家はここで生活を開始した。北西
の斜面を削り中央の湿地を埋め、湧き水付近に胴木 下
(右写
真 を
)置き石を積み、そこから出る湧き水を利用した。角を
囲うように石垣を築いた。現在の米蔵の整地面の下の整地面
に意味は不明ですが瓦花 自
(分が命名 下左写真 を
)作り、付
近にカマドような火の跡もあり、湧き水の脇をハシリ 料
(理
場 と
)し喜三郎夫婦一家が生活を営んだ。。
夫婦は正保元年に亡くなったと家系圖にあります。正保元
年は墓制が変わる寛永との代り目です、現在の米蔵石垣の上
の北西の角に埋葬された喜三郎夫婦、その後供養塔として、
前述の線刻地蔵、観音が置かれたと考えます。
喜三郎は息子の名は武左衛門、下の左衛門は父の源左衛門
の左衛門から採り、その父について息子に話したでしょう。
武左衛門は先祖書では山北の安弘に住居、その息子が岡芝に
移ったとあります。家系圖では武左衛門の墓は岡芝があると
の記載のみで住居の場所の記載がありません。先祖書と家系
圖で共もに没年が「元禄九年壬子歳三月十七日」と記載され、
岡芝の墓地の奥にこの没年月日が刻まれた墓がありますが、
その墓の人の名は削れている箇所もあり不明です。
武左衛門は何故、父喜三郎が移り住んだ場所 四
(坊 に
)住み
続けなかったのでしょうか。喜三郎が亡くなった後も、武左
衛門は住み続けたが、火災を起こし安弘か岡芝へ移った。安
岡 住 宅跡 の 試 掘か ら は 火事 の 痕 跡は な い と のこ と で すの で
これは私の想像ですが、窪地で湿地帯で火事発生で縁起も良
くないので、他の人が住むこともなく覺兵衛正元が住む明和
時代まで空地として残ったと思います。
前述の石仏二基 線
(刻地蔵、線刻観音 は
)喜三郎夫婦の慰霊
碑であり、この石仏は現在工事中の米蔵の足場から間近に見
えます。米蔵は部材の痕跡から、現在位置に東側から移築・
拡張したことが確認されています。その移築工事でも同様な
足 場 を作 り 仕 事を し た 職人 か ら 石仏 の こ と を聞 か れ 祖先 の
施主は先祖書に記載している喜三郎との関連の話し、それが
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廣助か ら息子源 右衛門、恒 之進・・ 房へと伝 えられ、明 治に高祖 父又彦が前 前傾の家 の絵図に 古墓
有と書き残したのでしょう。

両安岡のこと
家系図 を見せて 頂いた安岡 と我家の 両安岡は 永禄十二年 の安喜と 長宗我部の 戦い、慶 長五年の 豊
臣と徳川の戦い後の山内入国で生活が大きく変わっていきました。
一方の 安岡の一族は 永禄十二年 に和食 現
( 在芸 西村 の
) 馬上 、久礼 禮
( 田
) 現
( 在の 南国市北部 に
)移
住して います。 文化七年座 敷部の建 築に関わ った和食の 西分村の 大工がいま した。何 故、山北 から
山越え の和食の 大工を呼び 寄せたか 不思議で す。馬上村 の庄屋楠 目と文政・ 天保に取 引があっ た記
録があ ります。 文化の前半 でも馬上 村の安岡 と山北村の 安岡の付 き合いがあ れば西分 村に腕の 良い
大工がいることを知り仕事を依頼したことも考えられます。
久礼 禮
( 田
) に移 り住んだ安 岡は「土 佐名家系譜 」にも記載 されていま す。そこ には長門守 とあり
ますが。名は盛高と見せて頂いた家系図に書かれています。盛高とその妻、その母 夫
(は前述の馬上
移住させられています の
)墓が山北にあります。こちらは慶長五年の征伐で久礼田から山北に逃げて
来たのだと思います。
これらの安岡の山北への移住時期は「土佐名家系譜」にある「香美
郡山北山南兩村、安岡氏多し天正地検帳に多く見えず慶長以後の遷移
なるべし」とも合致します。
盛高は物部川を渡り、隠れ郷の山北に住む。それで盛高と妻、重義
妻の墓が山北にあるのです。墓標は盛高・同妻が一基 下
(写真左端 、)
重義 妻が一 基 下
( 写 真中央 、
) そ の隣に 将棋 型墓石 で戒名 と川井■■
衛・元禄四年と刻まれた墓 下(写真右端 が
)あります。盛高と母の墓に
は没年が刻まれていません。馬上村に移った盛高の父重義は慶長五年
で喜寿、すると妻は古希、息子盛高は還暦近くで、寛永年間を越えた
とは考えられません。亡くなった時期が寛永以前とすると前述の濱田
眞尚氏の見解から埋葬場所に個別の墓標はなく、我家に残されたよう
に石グロ、石仏などとなります。墓標は後日、慰霊の思いを込めて建
てたのでしょう。建てたのは、参考にした家系図を残した人と推測し
ます。少し違いますが、慰霊または記憶を留めるための埋葬骨なしの
墓標が我家の四坊山墓地にもあり、恒之進、嘉助、覚之助の墓がそれ
です。
安

蔵持」によると和食の馬上に移住した安岡の子孫に海援

また、芸西村文化財調査委員長 門脇謙久編集の「安岡家古文書
岡和蔵重房

隊に参加した安岡金馬がいるそうです。金馬は明治に海軍機関学校の
教授となり横須賀に住居しました。横須賀で晩年を過ごした龍馬の妻
お龍と親交があったようです。どんな話をしたのでしょうか、想像が
膨らみます
以上
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別紙 文助の家系圖 安岡左衛門・喜三郎の箇所
十一月廿一日卒

←文禄五庚子年卒

←夜須川城落去一品経

←安岡源左衛門・・

・ ・ 拝領 長 宗 我 部滅 亡 後

浪人仕罷在候由

8

上の赤い線は源左衛門と喜三郎が結ばれ。
喜三郎が惣領であることを示している。
「・・善兵衛行直源左衛門第二」と文章が途切れている。
＊喜三郎以降の記載は次の通り
喜三郎(*取消線で解読不可)/重正/(赤字)永禄十二己巳年生正
保元甲申年卒母不知/右源左衛門實子寛永年中香我美郡山北江/
妻同姓行直女正保元申卒/移住墓地東藪武左衛門墓■石碑■之■
共/卒■不相分寛文年中火災ニ而舊■焼失由

